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順位 チーム名 メン′ヽ一 D得点 E得点 減点 得点

イ 東金R3 戸田萌々果 磯野茜 lj本光希
It名李佳 波本1心幸

7800 5900 13700

2

“

NDYM R3 丼上穂乃花 柴日ll希 奈良美優
日本嗅美梨 熊坂筆

7400 6500 13600

3 クラツタR3 中牟田乃亜 き長夢花 築地運
鬼塚に菜 竹内舞

6900 6500 13400

4 常葉学園中高等学校
田中唯力0 須藤華蓬 鈴木凛 清杏寿
管野lll愛 高木悠

= 
■林陽南

7200 6600 12800

5 リュミエル 浅野寧々 稲葉il奈  鈴木彩矢佳
落含麻央 金子t望 鈴木香音 小林優月

7300 4800 12イ OO

6 レインボーR G 篠口紅愛 坂本千怜 丸岡音杏 守屋ひより
伏見ほなみ 鳩飼夢lL 石山野々重

7000 4900
`1900

7 土浦市立上お第四中学校
江後日望未 0中真優 呵部里咲
青木万′|‐L 中島美優

5000 5000 060 10600

8 HEARTS 杉山本0香奈 小山内杏 梶田桜羅
本山琴葉 後藤麗 三木鈴葉

0100 4400 イ0500

9 ;円市RG 今川寧々 福田愛萌 安藤智穂
吉野萌花 高松彩夏 矢葺万侑

5300 5100 030 10100

10 ソレイユ 鈴木彩月 小池彩乃 +河Jm青
山本すす ●中帆乃実 板谷越香帆

5100 4400 9500

|| LUCtt R G 高積実里 原日菫歩 若田美利彩
長ス陽香 L見結衣 5800 3300 9100

12 ヒela∩ R Cn Club広 島
片岡永梨雷 長凍紗良 高稲浅羅
松本愛南 スクラーペン咲百合

4600 4500 O OS 9050

13 Forte Sette 伊藤杏 佐久間彩乃 ●誠来菓
加島百実 阿保里奈

6300 3500 120 8600

14 文京学院大学女子中学校
翁萌子 青藤ののか 佐藤百百 秋野桃子
大城ひなた 中野ユリア 大槻遥τ

4700 4200 060 8300

15 塩尻ボーラ☆スターRG 島田せりな 永日詩織 谷澤月着
原万口室 日中珠

～
子 さ庄なつ美

4000 4300 030 8000

16 三田国際学□中学校
坂日茉悠 小堀紗優美 大山京睾 賀屋凛音
金山明日香 小出聖楽 大村珠音

4200 3100 7300

17 ブルー□―ズ 森さくら 土肥ltl湖 馬場さくら
松尾香花 荒丼こと絵 林田和香

5200 2200 065 6750

18 shaeu「RG 広瀬栞々美 里坤 ひなの 船瀬美桜
大澤彩員 掲本雛

4100 2400 6500

19 飛行船新体操クラフ 増田美夏 坂本曰栞諄 村上面 廣瀬萌芽
長谷茜 森遥 向谷地楓 3300 2´DЭ 6000

20 TUNE R G 斉藤優花 青木もも花 平澤天盲
岸本績乃 阿さ]口 菜子 小ll愛

3000 2800 6800

21 東台新体操クラブ 藤原綾乃 辻野任蓮 白石栞々実
鈴木優奈 ,ヨ澤美怜

2100 2600 4700

ElllS アーニモンRG 宮村友菜 」|1菜々美 下野暖佳
長松みのり 川瀬葵 宮村彩里 下田沙良
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順17 チーム名 メンバー D得点 E得点 減点 得点

| 緑ヶ丘女子高等学校
関□鈴奈子 口中美里 栗原簿帆
tl本茜・高稿歩実・ |ヽ森薬

8700 6450 15150

2 常葉学□中高等学校
杉山さくら ,言杉英望奈・岡田さ
中尾香月・ 関矢歩実

9200 5450 14650

3 円星高等学校
永島実莉 片寄末莉瑛 松崎炒也
川野麻衣興・小林七海・竹本恵理

8000 6400 14400

4 二階堂高校
関谷友香 藤丼雅 高稿菓穂 藤丼陽
掲本奈穂・奥0栞月 石丼優花

7600 6600 14200

5 RG・ C fei鑢 山口果林 高橋も星・中鈴音 。大塚奏音
菫月真生 宝来真夕・ 本瀬由姫香

7000 4800 030 12400

6 三田国際学園高校
佐藤結衣・青木七海 上村寧々 和田美哄
芥力野●J香 河内愛 佐々木夕莉

7200 4960 12150

7 西武台高等学校
●i村智香 菊武京香 栗原葉結 佐藤那々

後藤栞奈 菊池集滴 上口友美
7400 4500

`1900
8 HE●ヨTS ,丼優月 神田藍花 兼子彩

塚本舞彗 村上舞
0400 4700 11100

9 平安女学院高等学校
大家もな・坂本水相・茂本怜 中村穂

「
」香

富谷心々宗・村松茉目F 亀山愛夏
6700 3850 10550

イO 鎌倉女子大学高等部
莉
穂

悠
〓

澤
柳

松
草

山崎着未 岡崎未来
山0桜余 野

^□
明日香

6300 4050 035 イO OOO

10 つくばR3 高日実咲・高日壺由実 羽生舞
坂本奈緒 神郡えりか

6000 4000 i0000

12 愛矢]啓成高等学校
梅口翔帆 宇佐美亜‐ 日中千

=近藤冴香・伊藤愛飩・二村佳期・富日爽せ
6800 3200 060 0400

13 文京学院大学女子高等学校
両角優花 朝倉舞衣子 岡本晴花
佐ス間tll恵・ 小池皇絆 及川綾乃 撻原杏宗

5イ 00 3300 030 8100

14 盛岡白百合学□
小笠原沐茄・ 横山千重希・立花空千
村上結音 武蔵栞花・伊藤あかね 。高橘志温

4000 3800 030 7500

15 Hokueヽu ttG
小野市央香・丸山愛香 宮嶋好実
中村未歩・中村和紗・坂丼咲月

47400 2800 7200

16 北星学□女子高等学校
佐々木前子 新丼のあ 大内希乃佳
山本結粽 蔵中美月・本田古都芽

3300 0950 420 3050

DNS 盛岡RG II「 日日和 ||1業奈 lll日 ほたる
澤□真由 田丼萌香

かゝ みレ


